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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒状の軟磁性要素を備えるリラクタンス電動機用ロータであって、
　前記軟磁性要素は、前記ロータの各極セグメントのｑ軸と交差して対称かつ円弧状に延
在する複数の切欠きからなる磁束バリアを有するものにおいて、
　前記磁束バリアの全てまたはいくつかは、１つまたは複数のウエブによって分割されて
おり、個々のウエブは、前記ロータを半径方向において内側ロータ領域と外側ロータ領域
とに分割する閉鎖線からなる境界路を形成するように配列されており、前記外側ロータ領
域の１つまたは複数の磁束バリアは、導電性かつ非導磁性の充填材料によって充填され、
前記外側ロータ領域の前記磁束バリアの少なくとも２つを短絡する１つまたは複数の短絡
リングが前記ロータの端面に配置され、前記ウエブの前記境界路および前記外側ロータ領
域に位置する前記磁束バリアの一部が始動かごの一部として機能するように構成されてい
ることを特徴とするロータ。
【請求項２】
　連続的な磁束バリア区間は、前記内側ロータ領域と前記外側ロータ領域との境界線を横
断しないことを特徴とする請求項１に記載のロータ。
【請求項３】
　前記ウエブは、全てまたは部分的にしか半径方向に配向されていないことを特徴とする
請求項１または２に記載のロータ。
【請求項４】
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　前記ウエブの前記境界路は、前記ロータを環状の内側ロータ領域と外側ロータ領域とに
分割する円形状をなしていることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のロータ
。
【請求項５】
　前記内側ロータ領域は、前記ロータの外周に部分的に隣接していることを特徴とする請
求項１～４の何れか一項に記載のロータ。
【請求項６】
　前記ロータは、偶数の極を有していることを特徴とする請求項１～５の何れか一項に記
載のロータ。
【請求項７】
　前記ロータは、４つの極を有し、前記ウエブの前記境界路は、前記ロータを環状の内側
ロータ領域と外側ロータ領域とに分割する円形状をなすとともに、各極セグメントのｑ軸
との交差点付近で、前記ロータの外周に向けて突出していることを特徴とする請求項１～
３の何れか一項に記載のロータ。
【請求項８】
　前記ロータは、４つの極を有し、前記ウエブの前記境界路は、前記ロータを各極セグメ
ントのｑ軸との交差点を頂点とする正方形状の内側ロータ領域と外側ロータ領域とに分割
する正方形状をなしており、前記ｑ軸との交差点で、前記内側ロータ領域は、前記ロータ
の外周に部分的に隣接していることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載のロー
タ。
【請求項９】
　前記１つまたは複数の磁束バリアは、少なくとも部分的に常磁性または反磁性の充填材
料によって充填されていることを特徴とする請求項１～８の何れか一項に記載のロータ。
【請求項１０】
　前記充填材料は、金属酸化物および／またはアルムニウムおよび／またはアルミニウム
合金および／または銅および／または銅合金および／またはプラスチックおよび／または
セラミックおよび／または織物および／または木材および／またはこれらの物質の混合物
を含んでいることを特徴とする請求項９に記載のロータ。
【請求項１１】
　前記充填材料は、鋳込みによってまたは固形材料として前記磁束バリア内に導入されて
いることを特徴とする請求項９または１０に記載のロータ。
【請求項１２】
　前記内側ロータ領域および前記外側ロータ領域の前記磁束バリアは、互いに異なる充填
材料によって充填されていることを特徴とする請求項１～１１の何れか一項に記載のロー
タ。
【請求項１３】
　前記外側ロータ領域の前記磁束バリアは、少なくとも部分的にアルミニウムまたはアル
ミニウム合金によって充填されていることを特徴とする請求項１～１２の何れか一項に記
載のロータ。
【請求項１４】
　請求項１～１３の何れか一項に記載の少なくとも１つのロータを備えるリラクタンス電
動機、特に、同期リラクタンスモータであって、前記電動機は、好ましくは、周波数変換
器を備えていないことを特徴とするリラクタンス電動機。
【請求項１５】
　請求項１～１３の何れか一項に記載のロータを製造するための方法であって、前記磁束
バリアの少なくともいくつは、鋳込みによって、常磁性媒体または反磁性媒体が少なくと
も部分的に充填され、充填されない前記ロータ領域には、軸方向力が付加されることを特
徴とする方法。
【請求項１６】
　前記軸方向力は、クランプ工具によって付加され、前記クランプ工具の支持面は、充填
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されない前記ロータ領域の幾何学的寸法に対応していることを特徴とする請求項１５に記
載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、円筒状軟磁性要素を備えるリラクタンス電動機用ロータであって、該軟磁性
要素が磁束バリアを形成するための切欠きを有している、ロータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　同期リラクタンス電動機用ロータは、通常、ロータ軸と同軸に配置された円筒状軟磁性
要素を備えている。少なくとも１つの極対または間隙対を形成するために、軟磁性要素は
、透磁率が互いに異なる磁束伝導部および磁束遮断部を備えている。周知のように、高導
磁率の部分は、ロータのｄ軸として特徴付けられており、比較的低導磁率の部分は、ロー
タのｑ軸として特徴付けられている。リラクタンスモータの最適な効率、従って、最適な
トルク歩留まりは、ｄ軸が最大限の導磁率を有し、ｑ軸が最低限の導磁率を有するときに
もたらされることになる。
【０００３】
　この前提条件は、多くの場合、空気によって充填される複数の切欠きをｑ軸に沿って軟
磁性要素に形成し、これによって、ｑ軸の方向における磁束を抑止し、その結果、透磁率
を減少させることによって、満たされる。このように構成された軟磁性要素は、次いで、
ロータシャフトに取り付けられ、軸方向および接線方向において固定されることになる。
【０００４】
　安定性の理由から、１つまたは複数の磁束バリアは、半径方向に配向された内側ウエブ
によって、２分割されるようになっている、このウエブ配置は、積層コアの強度を高め、
特に、作動中のロータ安定性を最適化する。ウエブの幅は、透磁率への影響を可能な限り
低くするために、狭くなっている。
【０００５】
　同期リラクタンスモータは、通常、周波数変換器に介して給電され、これによって、回
転速度を０から作動速度まで上げることができ、作動中に調整することもできるようにな
っている。特に、モータを始動させるための回転速度を段階的に上げることができる。も
し同期リラクタンスモータが対照的に固定グリッドで作動されるなら、非同期作動を可能
にするために、始動かごを用いる必要がある。ロータの回転速度が同期回転速度に達した
時点で、リラクタンストルクが支配的になり、回転磁界と同期して回転することになる。
【０００６】
　用いられる始動かごの構造は、標準的な非同期式電動機の場合の実施態様に対応するも
のである。かごは、端面において短絡する個々の導体バーからなっている。始動かごは、
ロータの積層コア内の追加的な切欠きを介して、ロータに固定されている。しかし、この
種のロータの構造および製造は、比較的複雑である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、前述の欠点が解消されるようにリラクタンス電動機用ロータをさらに
発展させることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この目的は、請求項１の特徴によるリラクタンス電動機用ロータによって達成されるこ
とになる。このロータのさらに有利な実施形態は、従属請求項において規定されている。
【０００９】
　請求項１によれば、円筒状軟磁性要素を備えるリラクタンス電動機用ロータであって、
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該軟磁性要素が磁束バリアを形成するための１つまたは複数の切欠きを有している、ロー
タが提案されている。
【００１０】
　本発明によるロータの好ましい実施形態では、軟磁性要素は、積層コアとして実施され
ている。積層コアは、先行技術から知られているように、ロータの軸方向において互いに
上下に積層され、かつ互いに絶縁された複数の薄板から構成されている。この設計によっ
て、軟磁性要素内の渦電流の生成が防がれることになる。
【００１１】
　本発明によれば、磁束バリアの全てまたはいくつかは、１つまたは複数のウエブ（橋絡
部）によって分割されている。ウエブの配置は、一方では、特に半径方向における追加的
な安定性をロータにもたらす目的を有している、他方では、ロータは、本発明によって、
内側ロータ領域と外側ロータ領域とに分割されている。個々のウエブの経路は、閉鎖線を
なし、半径方向において、ロータを内側ロータ領域と外側ロータ領域とに分割している。
【００１２】
　配置された磁束バリアは、理想的には、横断領域路を有しないようになっている。すな
わち、理想的には、磁束バリアのいずれも、内側ロータ領域と外側ロータ領域との間の境
界線を横断しないようになっている。横断領域路が禁止されているには、一体的な磁束バ
リアセグメントを確保することに基づいている。それに反して、ウエブによって分割され
た磁束バリアは、横断領域をもたらすように配置されることになる。
【００１３】
　内側領域と外側領域へのロータの分離は、ロータの始動挙動に影響をもたらし、かつ該
始動挙動を最適化する。リラクタンス電動機にこのロータを用いるとき、周波数変換器の
使用を省くことができる。すなわち、本発明によるロータ構成は、一定周波数の３相電流
が印加されたとき、非同期ロータ始動を可能にする。
【００１４】
　特に、外側ロータ領域の実施形態は、一種の始動かごをもたらすために用いられる。こ
の始動かごの効果は、標準的な非同期式電動機用始動かごの効果に実質的に対応する。始
動かごをもたらすためにこの種のロータにこれまで必要とされていた追加的な対策は、不
要である。
【００１５】
　本発明によるロータの製作、加工、および作動は、著しく簡素化される。特に、始動か
ごの少なくとも１つの導体バーが、外側ロータ領域によって複製されることになる。本発
明によれば、外側ロータ領域に位置する磁束バリアの一部が、始動かごの一部を形成する
。本発明によれば、このように複製された始動かごの各部分は、短絡リングを除けば、ロ
ータ能動部の一部ではない磁束バリアの一部である。
【００１６】
　従って、本発明によるロータ薄板区域を利用すれば、同一のロータ薄板を用いることに
よって、用途に応じて、固定グリッドで始動する始動かごを備える同期リラクタンス電動
機、および始動かごを備えておらず周波数変換器によって作動される同期リラクタンス電
動機の両方を製造することが可能になる。
【００１７】
　有利な実施形態では、ウエブは、全くまたは部分的にしか半径方向に配向されていない
。ロータ領域は、ウエブの適切な配向によって任意に分割可能である。
【００１８】
　特に、ウエブ導路の形態または特定の経路は、変更可能である。円経路のウエブ導路は
、好都合であり、この場合、環状内側領域および／または外側領域が生じることになる。
【００１９】
　矩形または四角形の内側ロータ領域が生じる代替的なウエブ導路も考えられる。外側ロ
ータ領域は、外側ロータ面によって形成される。加えて、内側領域がロータの外周に部分
的に接近または隣接するようにすることもできる。内側ロータ領域は、理想的には、実質
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的に円状の形状を有しており、特にｑ軸の領域において、ロータの外周に部分的に隣接す
るようになっている。
【００２０】
　ロータは、有利には、偶数の極、特に、２つ、４つ、６つ、または８つの極を有してい
る。個々の磁束バリアの配置は、米国特許第５，８１８，１４０号明細書の技術的示唆に
実質的に対応している。この文献は、この点に関して明示的に参照されたい。米国特許第
５，８１８，１４０号のロータは、本発明のロータと同様、磁束バリアを単に電磁気的に
有効な要素として有している。しかし、これらの磁束バリアは、全体的または部分的に永
久磁石によって充填されてもよい。いずれにしても、このようなロータは、どのような追
加的な電磁気的に有効な要素も有しない純粋な磁束バリア区域を有している。これらの磁
束バリアは、各々、実質的に円弧状に延在しており、ロータの極セグメントのｑ軸に対し
て対称になっている。しかし、米国特許第５，８１８，１４０号に開示されている技術的
示唆と比較して、本発明による主題は、本発明によるウエブ導路がロータを外側ロータ領
域と内側ロータ領域とに分割する点において異なっている。
【００２１】
　１つまたは複数の磁束バリアは、少なくとも部分的に常磁性または反磁性の充填材料に
よって充填されてもよい。個々の磁束バリアへの空気の充填は、従来から行なわれている
。しかし、１つまたは複数の磁束バリアが、空気と比較して良好な常時性または反磁性の
特性を有する適切な材料によって充填されたとき、改良されたロータ特性が得られること
になる。
【００２２】
　適切な材料の例として、例えば、金属酸化物および／またはアルミニウムおよび／また
はアルミニウム合金および／または銅および／または銅合金および／またはプラスチック
および／またはセラミックおよび／または織物および／または木材が挙げられる。これら
の明記された成分の２種以上の混合物も考えられる。
【００２３】
　両方のロータ領域、すなわち、両方のロータ領域の磁束バリアは、理想的には、適切な
充填材料によって充填されている。しかし、これは、本発明によるロータの使用において
必ずしも必要な条件ではないことに留意されたい。内側領域のみまたは外側領域のみが対
応する充填材料によって充填されることも考えられる。
【００２４】
　２つのロータ領域は、必ずしも同一の充填物質によって充填される必要がない。外側ロ
ータ領域の１つまたは複数の磁束バリアは、特に好ましくは、アルミニウムまたは充填材
料含有アルミニウム合金によって充填されるようになっている。外側磁束バリアのこの種
の充填は、始動かごの従来の導電バーが複製されるのに十分な導電率を有している。
【００２５】
　特に、外側ロータ領域の１つまたは複数の磁束バリアは、ここでは、導電性および非導
磁性の充填材料、特に、アルミニウムまたは充填材料含有アルミニウム合金によって充填
されており、内側ロータ領域の少なくとも１つの磁束バリア、好ましくは、複数の磁束バ
リア、理想的には、全ての磁束バリアは、この充填材料によって充填されないようになっ
ている。ここでは、内側ロータ領域の１つまたは複数の磁束バリアは、まったく充填され
なくてもよく、すなわち、空気を含んでいてもよく、または他の充填材料、具体的には、
非導電性および非導磁性の充填材料、例えば、プラスチック、セラミック、織物、または
木材およびこれらの任意の混合物によって充填されてもよい。
【００２６】
　さらなる実施形態によれば、内側ロータ領域の１つまたは複数の磁束バリアは、全体的
または部分的に常磁性材料によって充填されている。これによって、電動機の効率および
力率が改良されることになる。
【００２７】
　充填材料は、ロータ積層コア内の対応する切欠き内に挿入される固形材料として導入さ
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れてもよい。代替的に、１つまたは複数の磁束バリアは、鋳込み法、特に、押出鋳込み法
によって充填されてもよい。
【００２８】
　また、本発明は、本発明による少なくとも１つのロータまたは本発明による有利な実施
形態を有するリラクタンス電動機、特に、同期リラクタンス電動機にさらに関する。本発
明によるリラクタンス電動機の利点および特性は、本発明によるロータの利点および特性
または本発明によるロータの有利な実施形態の１つの利点および特性に明瞭に対応してい
る。この理由から、重複する説明は、省略することにする。
【００２９】
　本発明によって用いられるロータの特性は、リラクタンス電動機が、周波数変換器を用
いることなく、固定された３相回路網によって作動可能であることを意味している。外側
ロータ領域の実施形態は、始動かごの構成に役立ち、これによって、ロータを周波数変換
器を用いることなく始動させ、次いで、同期回転運動を開始させることができる。一例を
挙げると、１つまたは複数の導体ロッドは、本発明による外側ロータ領域を介して、複製
されることになる。具体的には、外側ロータ領域は、ロータの端面に配置された短絡リン
グと組み合わされ、始動かごを形成することになる。
【００３０】
　また、本発明は、本発明によるロータまたは本発明の有利な実施形態を製造するための
方法にさらに関する。本発明によれば、ロータコア内の磁束バリアの少なくともいくつか
は、鋳込みによって、常時性媒体および／または反磁性媒体によって少なくとも部分的に
充填されるようになっている。製造されるロータは、内側ロータ領域および外側ロータ領
域を有している。
【００３１】
　さらに、本発明によれば、充填されるべきではないロータ領域に軸方向力が付加される
ようになっている。その結果、充填されるべきロータ領域の磁束バリアの充填による充填
されるべきではないロータ領域の磁束バリア内への充填媒体の浸透が、阻止されることに
なる。一例を挙げれば、外側ロータ領域の磁束バリアは、常時性媒体または反磁性媒体に
よって充填されるようになっている。この場合、軸方向力、すなわち、ロータの回転軸の
方向における力が、内側ロータ領域に付加され、これによって、鋳込まれた材料は、内側
ロータ領域の磁束バリア内に侵入することができないことになる。
【００３２】
　代替的に、互いに異なる材料による磁束バリアの充填を可能にするために、軸方向力が
内側ロータ領域および外側ロータ領域に付加されてもよい。
【００３３】
　円筒状ロータ設計の端面に片側または両側から軸方向力を付加しかつ作用させるために
、好ましくは、適切なクランプ工具が用いられるようになっている。クランプ工具の支持
面は、理想的には、充填されるべきではないロータ領域の幾何学的寸法に概略的または正
確に対応するようになっている。
【００３４】
　もし互いに異なる充填材料が内側および外側ロータ領域の磁束バリア内に導入されるの
であれば、好ましくは、互いに異なるクランプ工具が用いられるとよい。この場合、これ
らのクランプ工具は、各々、内側ロータ領域に軸方向力を付加し、次いで、外側ロータ領
域に軸方向力を付加することができる。クランプ工具の支持面は、理想的には、内側およ
び外側ロータ領域の幾何学的寸法に対応しているとよい。
【００３５】
　以下、図面に示されている例示的な実施形態に基づき、本発明のさらなる利点および特
性についてさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の第１の実施形態によるロータのロータ薄板を示す図である。
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【図２】本発明の第２の実施形態によるロータのロータ薄板を示す図である。
【図３】本発明のさらなる実施形態によるロータのロータ薄板を示す図である。
【図４．５】永久磁石を含む本発明のさらなる実施形態によるロータのロータ薄板を示す
図である。
【図６】本発明のさらなる実施形態によるロータのロータ薄板を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　図１～３は、種々のロータ薄板１の平面図を示している。これらの薄板１は、本発明に
よるロータを構成するために、軸方向、すなわち、回転軸６に沿って互いに上下に積層さ
れている。説明を簡単にするために、ステータは、示されていない。ロータ薄板１は、複
数の切欠き３，４，５を有している。切欠き３，４，５は、磁束バリアの機能を果たし、
これらの切欠きの配置によって、４極ロータが形成されており、この４極モータの磁束は
、磁束バリア３，４、５を有する領域において抑止されている。高導磁率の領域は、一般
的に、ｄ軸として特徴付けられており、低導磁率の領域は、一般的に、ｑ軸として特徴付
けられている。
【００３８】
　組み立てられた積層コアは、ロータシャフト（図示せず）に取り付けられることになる
。
【００３９】
　個々の磁束バリア３，４，５の配置は、米国特許第５，８１８，１４０号明細書の技術
的示唆に実質的に対応している。この点に関して、この文献を明示的に参照されたい。し
かし、本発明によるロータ構成は、個々のウエブ（橋絡部）１０の配置において、この技
術的示唆と異なっている。個々のウエブ１０によって、個々の磁束バリア３，４，５が、
互いに異なる部分に分割されている。すなわち、円の一部である各扇形内の２つの内側磁
束バリア３，４のいずれもが、２つのウエブ１０によって分割されていることが特徴にな
っている。しかし、内側磁束バリアの数は、２つに制限されるものではない。本発明は、
内側領域に２つよりも多いかまたは少ない数の磁束バリアを有する実施形態も含んでいる
。２つの外側磁束バリア５は、ウエブを有していない。
【００４０】
　個々のウエブ１０の配置は、ロータ作動中のコア安定性を確実に改良するのみならず、
ロータ薄板１を内側部分領域２０と外側部分領域３０とに分割している。この領域分割を
説明するために、内側および外側ロータ領域２０，３０間の境界路を表す破線円４０が示
されている。従って、内側ロータリング２０および外側ロータリング３０は、個々のウエ
ブ１０の円路によって生じることになる。
【００４１】
　内側ウエブ１０を含む外側磁束バリア５の幾何学的形状は、端面に配置可能な２つの短
絡リング（図示せず）と共に始動かごを形成するようになっている。これらの短絡リング
は、例えば、非同期電動機の始動かごの短絡リングと変わらない形態にあるものとするこ
とができる。
【００４２】
　始動かごの追加的な対策、例えば、挿入されることが多い金属バーは、ここでは、省略
することができる。
【００４３】
　このように配置されたウエブ１０によって生じた薄板１の２つの別々の領域２０，３０
は、各々、充填材料によって充填可能になっている。両領域２０，３０の磁束バリアに対
して、必ずしも同様の充填物質が用いられる必要がない。むしろ、互いに異なる充填材料
を用いることによって、ロータの運転特性を選択的に最適化することができる。
【００４４】
　金属酸化物、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、銅合金、プラスチック、セラミッ
ク、織物、木材、およびこれらの任意の混合物が、適切な材料として明示することができ
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る。しかし、あらゆる種類の常磁性または反磁性物質が、原理的に適合している。
【００４５】
　アルミニウムまたはアルミニウム合金が外側領域３０の磁束バリア５内に導入されると
最も有利である。この場合、良好な導電率に起因して、始動かごを形成するための個々の
導体バーが、複製されることになる。導体バーを形成する外側領域３０のこれらの磁束バ
リア５は、ロータの端面に配置された短絡リングによって短絡されるようになっている。
【００４６】
　これらの充填材料は、種々の方法によって、磁束バリア３，４，５内に導入されること
が可能である。１つの可能性として、鋳込みによる導入が挙げられる。勿論、充填材料は
、切欠き３，４，５内に固形材料として挿入されてもよい。
【００４７】
　充填材料を鋳込みによって充填した後、軸方向力がロータ薄板１に付加され、これによ
って、充填されるべきではないロータ領域が圧縮されるようになっている。従って、充填
されるべきロータ領域の磁束バリア内に鋳込まれた充填材料は、充填されるべきではない
ロータ領域の磁束バリアに浸透することができないことになる。
【００４８】
　ロータ薄板１の外側領域３０に対する適切な充填材料の選択によって、同期リラクタン
スモータの始動挙動が最適化される。モータは、理想的には、周波数変換器を用いること
なく作動することができる。何故なら、外側領域３０が一種の始動かごとして機能し、こ
の始動かごの作用モードは、３相非同期電動機用の周知の始動かごの機能に匹敵するから
である。
【００４９】
　軸方向力をロータコアに付加するために、クランプ工具が用いられる。クランプ工具は
、ウエブ導路に適合する幾何学的形状、例えば、ロータ端面に接触する円形または正方形
プレートを有している。幾何学的な適合によって、所望の軸方向力を充填されるべきでは
ないロータ面に導入するためのクランプ工具の最適な係合面が確実に得られることになる
。理想的には、クランプ工具は、ピーク応力およびその結果として生じる変形を避けるた
めに、準備された薄板１の仕上げ領域を利用するべきである。
【００５０】
　ロータ薄板１の代替的な実施形態が、図２，３から推察されるだろう。図２は、正方形
のウエブ導路を示しており、このウエブ導路によって、正方形の内側ロータ領域２０が形
成されている。外側ロータ領域３０は、正方形のロータ領域２０のコーナを介して相互接
続された個々の小円セグメント３１，３２，３３，３４によって形成されている。破線４
０は、ロータ領域２０，３０間の境界路を特徴付けている。
【００５１】
　図３は、さらなる代替例を示している。この代替例では、ウエブ導路は、実質的に円形
の内側ロータ領域２０を形成している。ただし、内側ロータ領域２０は、個々の円部分に
おいてロータの外周に至るまで可能な限り遠くに突出している。ここでも、破線４０は、
ロータ領域２０，３０間の境界路を特徴付けている。図３から分かるように、点５０，５
１，５２，５３におけるウエブ導路は、通常の円形状から逸脱し、ロータ薄板１の外周に
至るまで可能な限り遠くに延在している。
【００５２】
　加えて、図２，３の例示的な実施形態における全ての磁束バリアが、２つのウエブによ
って、３つの磁束バリアセグメントに分割されている。
【００５３】
　図４は、内側磁束バリアのいくつが永久磁石または永久磁気充填材料６０によって充填
されている、ロータ薄板１を示している。
【００５４】
　図５は、内側磁束バリアのいくつかが、追加ウエブ６１によって分割され、永久磁石ま
たは永久磁気充填材料６０によって部分的に充填されている、ロータ薄板１を示している
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【００５５】
　図６は、図３と同様のロータ薄板１を示しているが、このロータ薄板１では、ロータ周
辺に配置された磁束バリアは、各々、２つに分割されている。図６では、ウエブ導路は、
点５０，５１，５２，５３において、通常の円形状から逸脱しており、ロータ薄板１の外
周に至るまで可能な限り遠くに延在している。
 

【図１】 【図２】



(10) JP 6362146 B2 2018.7.25

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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